
第３０回　九州ブロックレディーステニス佐賀県大会
一般の部

１R QF ＳＦ Ｆ

　川崎　純香 　ミゾタ
　津曲　くみ 　ファインヒルズ

川崎・津曲
63.64

　安部　夏子 　キロメキ
　松野　文代 　ＭＴＣ

安部・松野
　中島　嘉江 　リョーユースポーツプラザ 62.62 川崎・津曲
　松田　小百合 　フリー 63.75

　諸隈　智子 　リョーユースポーツプラザ
　中島　恵子 　リョーユースポーツプラザ 諸隈・中島

WO
　諸岡　規子 　TC三日月
　永田　久美子 　ミント

諸隈・中島
　古賀　美奈子 　木下庭球塾 64.63
　本島　恵子 　木下庭球塾

関・中尾
　関　　嘉子 　リョーユースポーツプラザ 63.64
　中尾　蘭子 　ＴＣ三日月 川崎・津曲

63.64
　小形　和子 　太閤テニスクラブ
　木下　厚子 　太閤テニスクラブ 財前・釘本

62.46.11-9
　財前　佳子 　リョーユースポーツプラザ
　釘本　明美 　リョーユースポーツプラザ 北脇・藤木

63.62

　北脇　薫 　グラスコート佐賀ＴＳ
　藤木　美和 　グラスコート佐賀ＴＳ

岩永・木口
　成瀬　敬子 　太閤テニスクラブ 75.64
　金井田　真知恵 　太閤テニスクラブ 成瀬・金井田

61.61
　久保　さやか 　ラベンダー
　向井　紀子 　あっぷるみんと

岩永・木口
64.62

　岩永　みどり 　ジョイパーク シード順
　木口　美香 　Ｓｈａｋｅ １ 川崎・津曲

２ 岩永・木口
３ 北脇・藤木

3位決定戦 ４ 諸隈・中島（恵）

　諸隈　智子 　リョーユースポーツプラザ
　中島　恵子 　リョーユースポーツプラザ 北脇・藤木
　北脇　薫 　グラスコート佐賀ＴＳ 60.75
　藤木　美和 　グラスコート佐賀ＴＳ
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一般　コンソレ

　中島　嘉江 　リョーユースポーツプラザ
　松田　小百合 　フリー 古賀・本島
　古賀　美奈子 　木下庭球塾 61
　本島　恵子 　木下庭球塾 古賀・本島
　小形　和子 　太閤テニスクラブ 61
　木下　厚子 　太閤テニスクラブ 小形・木下
　久保　さやか 　ラベンダー 63
　向井　紀子 　あっぷるみんと

リコンソレ

　安部　夏子 　キロメキ
　松野　文代 　ＭＴＣ 安部・松野
　関　　嘉子 　リョーユースポーツプラザ 63
　中尾　蘭子 　ＴＣ三日月 成瀬・金井田
　財前　佳子 　リョーユースポーツプラザ 63
　釘本　明美 　リョーユースポーツプラザ 成瀬・金井田
　成瀬　敬子 　太閤テニスクラブ 65
　金井田　真知恵 　太閤テニスクラブ
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第３０回　九州ブロックレディーステニス佐賀県大会

ベテランの部　５0歳以上

Ａ 1 2 3 4 勝敗 順位
　田村　さとみ 　ファインヒルズ
　佐藤　直子 　チームアリオカ
　谷丸 美智子 　太閤テニスクラブ
　横山 久仁子 　太閤テニスクラブ
　南　　照美 　Ｓｈａｋｅ
　世戸　たまみ 　ＴＣ三日月
　宗　　　映子 　インフィニティ
　瀬戸口　真理子 　伊万里テニスクラブ

        試合順序　　１－２，２－３，１－３

Ｂ 1 2 3 勝敗 順位
　村上　須美 　リボン
　清田　靖恵 　　〃
　對馬　真粧美 　あすかファミリー
　坂井　直子 　ラベンダー
　田代　順 　チームアリオカ
　瀬戸口　篤子 　グラスコート佐賀

        試合順序　　１－２，２－３，１－３ シード順

1田村・佐藤

2村上・清田

決定戦

　田村　さとみ 　ファインヒルズ
　佐藤　直子 　チームアリオカ 田村・佐藤

　對馬　真粧美 　あすかファミリー 60
　坂井　直子 　ラベンダー 田村・佐藤

　南　　照美 　Ｓｈａｋｅ 33RET
　世戸　たまみ 　ＴＣ三日月 南・世戸
　村上　須美 　リボン 63
　清田　靖恵 　　〃

3位決定戦

　對馬　真粧美 　あすかファミリー
　坂井　直子 　ラベンダー 村上・清田

　村上　須美 　リボン 61
　清田　靖恵 　　〃

ベテランの部　60歳以上

　木浦　フジエ 　佐賀グリーンテニスクラブ
　花浦　満子 　　　　〃 木浦・花浦
　黒田　和美 　リボン 61.62
　石田　多見子 　フランダース
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